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「私の邪馬台国論」―市井の民の邪馬台国への旅― 
 
 ここで使用する用語の定義（自分流の）を主要な語句に限って記載。 
倭人伝：『三国志』の「魏書」東夷伝倭人条（現代語訳も含む）。 
古代：考古学上の原始時代である、旧石器・縄文・弥生の時代区分を大まかにさす。 
水：水分、雨、雲、雪、霜などの集合体をさす。川と同義語的に使用している所あり。 
川：堀、水路、小川、河川、大河をさす。水槽、溜池、貯水池、湖など水の集合体をさす所あり。 
クニ：参考文献に「クニ」と表記されているもの。部族の大きなコミュニティをさす所あり。 
国家：文明国家として認知されている国。 
大陸：大まかに中国大陸。上記古代の時代範囲での中国の為政者が治めていた国。 
半島：大まかに朝鮮半島。上記古代の時代範囲での中国、朝鮮の為政者が治めていた国。 
海人：海浜周辺で主に海産物、魚介類を採集し生活していた人々。漁業と船の操縦に長け 
   廻船業や、交易（貿易）商人、広域流通の船主、船頭、商人となった人々もさす。 
人間：文明国家に生活している人々。上記古代の範囲の人々をヒトと表記している所あり。 
 

                                            
１． 初めに（結論からスタート） 

 
邪馬台国は筑紫平野の北西部にあり、稲作農業の進展を支えた気象条件、地形的条件、水
利的条件等の地理的に恵まれた地にあり、博多湾岸の古代貿易経済都市のヒンターランド
として「コメ」の供給地の役割を担い、交易品としての「コメ」を経済発展の交換財とし
て、生産を結果的に促進した場所にあった。この地は周辺のクニグニにとって「垂涎の的」
にした黄金の楽園でもあった。そこは博多湾沖の西戸崎突堤から東方を望んだ時、冬至の
日に宝満山の頂から御来光が上がり、薄明りの中からゴソゴソと海人達の活動が始まる頃、
一気に眩しい太陽の光に浮かび上がる地であった。ここはゴールデンラインの延長線上の
「馬市」を包含する半径６．５㎞、面積１３３㎢の国だった。中心は宝満川と曽根田川、
山家川、宝珠川の合流域で、西の博多湾と南の有明海の両方向から人流・物流・情報の押
し寄せる大集積地であった。この地は弥生時代の初頭期に国内の交換経済が活発化して、
海外とは交易（貿易）も頻繁に行われていた。貴重品の「コメ」は黒曜石をはじめ土器や
鉄器、銅製品、農耕工具など生活必需品等の交換で人々の社会経済活動のさらなる発展に
貢献した。 
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畿内の「ヤマト王権」の成立には、筑紫の邪馬台国をはじめ出雲、周防、安芸、吉備、若
狭、淡路、讃岐など日本の各地の豪族の長たちが畿内の豪族と強権を競い、相争い、共同
戦線を張ったり、または合従連衡して明治維新さながらに古代国家の成立に熟成の効果を
もたらした。結果的にそれぞれの「クニ」の強みとして「ヤマト王権」の中で収斂しその
役割を果たした。 

 
スタート図表 筑紫平野地形図（ウキペディアより転写、文字挿入 2021/10 長尾） 
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２．吉野ヶ里地域 
 
吉野ヶ里遺跡にはこれまでに何度か現地に行き、その規模の大きさ、遺構の再現技術に圧
倒された。国道３８５号線の道の駅展望台（遺跡の北側、標高３００m.）から南の方向を
望めば、なだらかなに田手川に沿って佐賀平野がひらけていた。ここから遠く有明海を見
渡す事ができ、筑後川が東から西に流れている。吉野ヶ里歴史公園が発行している説明資
料、「吉野ヶ里の国（クニ）を構成する村（ムラ）」の図面によれば、八つのエリアが示さ
れている。このうち北部丘陵地に六つと、南部有明海に隣接する二つのエリアがある。 
特に、北部丘陵地 6 エリア内には環濠集落が１０ヵ所あり、その内訳は西から竹地区１ヵ
所、吉野ヶ里地区４ヵ所、夕ヶ里地区１ヵ所、横田地区１ヵ所、原古賀地区１ヵ所、町南
地区２ヵ所が明示されている。 
この北部丘陵地６地区に注目して、地理的特徴を探索してみようと考えた。 
上記吉野ヶ里公園発行の図面を参考にして、それを国土地理院 1/50,000 地形図へスケール
アップしてみた。その概要を第 1号図表に示している。 
全６地区の面積の平均は４．３６㎢（全体面積合計 G２６．１６㎢）となり、４３６ha の
規模を持つムラが縦列に隣接しており、後背地の脊振山地から南斜面に向かって谷合地を
流れる各河川の上流域に存在している。 
沖積扇状地の小型扇状地群的な扇頂部に位置しているようである。一般的には、扇状地の
形成カ所では、扇央部では地下水位が低く扇端部では水田や湖沼、湿地帯となっていて、
水田などが後世に開発され、稲作の中心地域となっている。 
当該６地区は、三方向を山で囲まれ、前方向は南斜面で扇状地的に解放されているため外 
敵侵入の防衛面からも好立地であり、各地区に接続する主な河川の流末は、九州最大の河
川筑後川が東から有明海に流れ込む所で合流している。合流域と各地区との間のなだらか 
な低湿地帯は、近年の歴史が示すように、河川からの豊富な堆積物により農業生産に最適
な環境を作り出し、後世の佐賀平野等の農業生産力の強さに表れている。 
近年の公表されているデーターによれば、農林水産省統計部や佐賀県の資料によると、 
佐賀県の農業について、耕地面積は５１，１００ha（令和元年）県の総面積の２１％を占
めうち 8 割が水田で二毛作が盛んである。耕地利用率（田畑計）は１３２％（平成３０年）
で３３年連続で全国１位で又農地集積率は６９．４％で全国２位（平成３０年）である。 
佐賀平野のポテンシャルの一端が伺われる数値ではないだろうか。 
また他の文献（藩政時代における筑紫平野の地域治水に関する研究２）によれば、佐賀平
野を含む佐賀県、筑後平野を含む福岡県の市町村別「単収データ」を昭和元年から平成１
５年までの７８年間収集解析した結果、福岡県・佐賀県ともに、有明海・筑後川に面した
市町村の単収が多い事が統計的に立証されている。 
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利水しやすい条件を持つ洪積平野は、水害の危険も多く、筑後川の下流域においては長い
年月の間に蛇行を繰り返しながら、現在の姿に落着いている。 
一般に農耕に適した沖積平野は、肥沃で平らであり、世界史的にも多くの文明の発祥地と
して数えられるが、上記北部丘陵地域も時代の経過とともに農業生産力がアップし、筑後
川下流域へとクニの領域を拡大し、耕作域を大きく展開していったことが十分に考えられ、
経済地理学的に見て、この地域も文明の萌芽があったのではないかと思われる。 
次に６地区と接続する対象河川の上流接続地点と筑後川との下流合流地点までの直線距離
を見ると、平均でその延長は６，２６８ｍである。 
標高を見ると、上流部平均が１２．２ｍ、下流部平均が４．３ｍであり、６地区の標高差
の平均は７．８ｍとなっており、これらから川の勾配の平均値 1/803 が算定される。 
これは河川の延長を、上下地点の直線距離にて勾配を計算しているので、河川が蛇行して
いる部分は、実際の勾配としてはこれより小さくなる。（角度が下がる） 
国土交通省等の資料に依れば、一般的な河川の河床勾配は、海に近い下流部で
1/1,000~1/5,000、中流部では 1/100~1/1,000、上流部の山間部では 1/100 より急になる。 
この基準で上記の平均値勾配 1/803 を判定すれば、相対的には「海に近い下流部」の区分
域に該当しているとの理解が可能かと思われる。 
厳密に言えば、各河川の中心部の GPI Maps 標高と河床勾配でいう河床高は違うことは了
解していただきたいと思います。海に近い下流部は、潮の干満の影響を受けやすく、干潮
時には川の水は上流からスピードを上げ河口に水流が向かい、満潮時には逆に海側から河
川の上流にむかい逆流を繰り返す。勾配が緩い河川で水量の少ない時期は、特にこのよう
な現象が現れやすい、古代人はこのような自然現象を自分たちの生活の中に取り入れ、丸
木舟などを使い、身近な河川の往復等に巧みに利用していたのではないか。 
それは、ムラに住む生活者が、丸木舟で南下北上する往復の行程を想像して見ても、河川
勾配と河川距離からして実際の行動範囲は、１日がかりで有明海の魚介類を採取して持ち
帰るのはたやすい事であったと理解できる。内陸に住む人々の舟による往来により海岸付
近に定住する海人族たちが大陸や半島から多くの情報と物資を陸地人たちに流通させる役
割を果たしていたのではないか。縄文時代の稲作に関しては、佐賀県唐津市の菜畑遺跡の
水田跡の発見で、縄文期にはすでに水田稲作が行われていたことを示しているし、中国の
河姆渡遺跡から見つかったジャポニカ種が大陸から有明海経由で吉野ヶ里地域にも伝播し
た事は充分考えられる。温帯モンスーンの気候帯に包含される当該エリアは南斜面で太陽
の恩恵を最大限享受でき、ジャポニカ種の広がり方と同じように、稲作技術や道具は海を
渡って河川の下流から上流へと広がっていったのではないか。 
北部丘陵６地区のムラは北側の鉄壁な山地に守られ、なだらかで肥沃な丘陵部の南側にあ
る河川（筑後川）へのアクセスも容易な地理的好都合にあり、ムラの支配者や生活者にと
っては、有明海から大海原への無限の視野が広がり人流・物流が活発に行われ、実に古代 
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人達の楽園に近かったのではないか。 
このように考えると、吉野ヶ里地域の持つポテンシャルは何によって維持され継続され発
展してきたのかが見えてくる。このエリアに特徴的な、陸地と大河・海洋の三者を結びつ
ける重要な役割を６つのエリアに共通する河川（河川敷道も含む）が果たしてきたことが
考えられる。 

① 豊富な水量があるときは、丸木舟での人と物の往来の促進 
② 渇水期には、河川敷を道路として人と物の往来の促進 
③ 人流・物流の架け橋として情報のスピード化 
④ 農業生産物の向上と海産物等との交換経済の拡大 
⑤ 大陸等海外との物流、人流による農業技術の拡大 

 
等々が陸上の生活者と、海洋沿岸部に生活する海の生活者（海人族）との商業的経済活動
を通じて活発に行われていた事が見えてくる。すなわち古代人にとって河川は最大のライ
フラインであり生活のすべてを河川に依存していると言っても過言ではないと考えられる。 
道路のない時代川はその代わりを担い、人の移動の手段として、情報交換の手段として、
物々交換の手段として、様々な役割を演じてきた。 
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道の駅展望台（標高３００ｍ）から佐賀平野を望む。正面水平線は有明海、左（東）から
右（西）方向へ筑後川の一部が見える。（2021 年 10月 26日） 
 
 
３．河川（水）と人間（ヒト）との関わり 
 
植物の成長に、光と水と養分が必要なように、人間の生活においても水との関わり方に

より、人間（ヒト）にとって非常に重要な成長と発展の道筋を形成してきたと考える。 
水は人間にとって生命維持の大事な要素であるとともに、水を利用してきた歴史を考える
と、生きる糧として生活を向上させてきた貴重な資源でもあることがわかる。 
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令和の時代に生きている団塊世代の私たちにとって、水（河川）との関わり方のほんの 60
年前に記憶を戻して考えてみても、水道施設（上水、下水）のない時代から自分や周りの
社会生活の多くの場面で、直接的に水（河川）と関わりながら生活の主要部分においてそ
の恩恵を当然の事のように享受してきた。水（河川）との重要な関係性をもっていた時代
が確かに在った。例えば以下のような場面。 
 
生活用河川として（洗う）：身体、住居、衣服、食物、道具、なめし皮、染色 
        （捨てる）：食物（残飯）、糞尿、汚物（鳥獣の不要物）等 
        （食として）：魚介類、飲料水、食物と（煮炊き、貯蔵） 
        （生産手段）：ため池、用水路、田畑への灌漑 
水資源として ：山の伏流水、地下水（井戸水）、ため池、雪解け水、保存雪、ダム湖 
物流・人流として：丸木舟・筏による食料、木材、資機材の運搬。渡し船による通学、通 
         勤、観光。船による運搬、物々交換と情報交換。 
防衛・争いとして：堀割、禁漁区の侵犯、漁業権根拠、水利権根拠、用水路の制限  
        （流量と止水板設置）、水資源確保と他地域との折衝、領域水源の独占 
 
以上のように、河川（水）と人間（ヒト）の関わり方を、自分の生きてきた短い時間の中
で振り返ってみても、水（河川）との関係性は深くて重要な事だった事が理解できる。 
それらは科学技術の進展や環境・衛生等の問題意識の向上により、人が河川（水）と直接
に関わることが激減し、特に物流、人流、情報は航空機、高速鉄道、道路、高度通信技術
等による手段に取って変わってしまった。しかし感覚的には昔の親水意識は我々の体の中
に深く大きく残っているように思う。 
他方、水をめぐる争いは灌漑等に伴う環境保護、溜池の管理、用水路の管理、河川や湖の
汚染等々現代においても息の長い問題として我々の生活の中に今も続いている。 
人は生きるために水を必要としてきた。それは生命維持のため、生活の利便性向上のため、
食物の生産手段として、様々な場面で貴重な水資源を大切に守ってきた歴史があった。 
河川（水）と人間（ヒト）の関係性の中で、古代人の生活を支えたのは稲作（水稲）によ
る農業生産力の向上が大きな要素だと考えるが、陸稲から水稲への耕作域の拡大は、水利
を上手に生活の中に取り込んだ結果だと思う。河川（水）を利用した舟による人流・物流
もそれを支える重要な側面を持っていたとおもわれる。川に水が豊かに溢れている時期だ
けでなく、川に水が少なくなる「渇水期」には直接、河川敷道を歩行でき自由に往来を可
能にしたと考える。渇水期の上流域は川の中を歩くことができるし、下流域の河岸は砂地
で凸凹がなく格好の道路として利用を可能にしたと思われる。 
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水の流れる所に人が集まり集落ができる。時間の経過とともに人口密度が高まって集落が
大きな規模になってくるとコミュニティーを形成するようになる。それは共同体的な共属 
意識をベースにしたコミュニティーとなると、共同で水の恩恵を受けるような工夫を考え、 
それにより、生産活動（稲作等）が活発になって人々の定住が始まっていった地域とみて
もいいのではないか。吉野ヶ里地域を含む筑紫平野に視野を拡大しても言えるように、 
稲作という農業（経済）活動が定住を促し人口増加につながったとすれば、気候や水利,地
形などの地理的条件が大きな要因であり、それにもまして「コメ」の交換財としての経済
価値を押し上げてくれた海人たちの広範な行動力ではなかったか。 
ヒトやモノの流れは海と河川を介して陸地で暮らす集団と、海洋を生活の場とする海人達
の交易を活発にし、「コメ」が生み出す富の再生産へ繋がっていったのではないか。 
陸地で暮らす縄文人たちは従順で協力的であり、稲作農業の基本である性質を持ち合わせ
ていて、灌漑や収穫時期には皆で協力することが生産を押し上げることも体で把握してい
たのではないか。農業技術の改良と蓄積された富の再生産は弥生時代の稲作へと拡大した
ように思う。協力的で従順な性格を持ち信頼できる人格が米作りに向いているのであれば、
アダムスミス（スコットランド生まれ・１８世紀の古典派経済学者）は「国富論」の基礎
になった「道徳感情論」の中でこう言っている。『同感という感情が人間には備わってい
るからある程度秩序が保たれる』『利己心によって人々が行動しているのに社会がまとま
っているのは、同感という感情があるから』『よって利己心が高まり、労働生産における
分業が可能になる。そこから付加価値が生み出され生産性が向上する。』と述べている。 
１８世紀の古典経済学者の分析がそのまま、縄文から弥生時代の日本の農業生産活動の姿
を現しているように私にはみえる。その理由は１８世紀のイギリス国家の重商主義政策に
国民が疲弊し、行き場を失っていた社会経済状況をみてスミスが提言したのが、個人の
「利己心」に注目し国民の自由な利己心の発揚に国家がむやみに口を出すべきではないと
説いた。利己心が高まればおのずと分業が活性化し、その結果全体の生産性が向上すると
いう経済視点である。時代は違えど、まさしく上記に述べた縄文人の従順性がムラの長に
守られ安全に安心して農業生産に没頭する姿は社会的分業がそこにあった証ではないか。 
弥生期ではあるが吉野ヶ里地区の環濠集落のように、防衛と水利のための環濠があり、地
区内では職能により生活のエリアが明確に分かれており、分業があったようだ。      
富の蓄積と再生産は人々の生活を豊かにし人口の増加（合流）を拡大し、さらに労働力の
再生産（生殖）おも増殖させて行ったのではないか。 
縄文時代一万年の中で、稲作も後期には始まっていたようだし、特定の地域に定住した遺
跡も多く発見されている。 
特に、世界文化遺産に登録された三内丸山遺跡をはじめとした縄文遺跡群は紀元前の遺跡
群でその範囲は北海道・北東北に及んでいる。 
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内陸の人々と海洋生活者（海人）が交易を始め、航海術に長けた海人達が、海と河川（道
路）を行き来し大海原を縦横に往来しながら流通の役割を高めていったのだろう。 
沖縄地方では最近縄文人の DNA が検出されたとの報道があり、古代日本列島周辺海域で
は人と物資の移動は想像以上に広範囲に行われていたのだろう。 
 
 
４．「クニ」の大きさの推定（仮定） 
 
縄文時代～弥生時代における一つの「クニ」の大きさはどのくらいだったか、面積的な平
均値を推測はできないだろうか。社会的、経済的、地理的条件が似ておればそこに作られ
るコミュニティーは、同じような一つの単位として把握できるのではないだろうかと思う。 
吉野ヶ里地域の北部丘陵６エリアの合計面積は概算２６．１６㎢であった。これらを一つ
の「クニ」としてのまとまった標準単位としてとらえ、全体６エリアを包含する面積を求
めて見ると半径６．５㎞の円の中に納まる。この面積は約１３３㎢で上記（26.16 ㎢）の
５倍近く大きく成る。          
６エリアが東西に縦列に存在するので放射線状に綺麗に存在する場合とは差は大きくでる。 
この円を使って、旧石器時代と縄文時代草創期の遺跡/文化層として遺跡データーを公表し
ている「日本列島の旧石器時代遺跡」データーベースの分布図に縮尺を合わせて落とし込
んでみた。（「クニ」の平均的規模をビッグデーターから拾い出す稚拙さをお許しくださ
い。）全国の都道府県毎に分布図は掲載されており、特に吉野ヶ里地域のある佐賀県を中
心に、福岡県、大分県、長崎県、熊本県の分布図を利用した。 
円の中に取り込む条件を以下のように決定した。 

①  一つの円の中にできるだけ多くの遺跡を取り込む。 
②  互いの円は交差させない。 
③  各県の境界はないものとする。 
④  最小取り込み遺跡数は２個以上とする。 
⑤  取りこぼしを極力避ける。 

以上の縛りで円を描くとかなりの数の円が表示された。そのうち北緯３３度以北で島嶼部
を除いた総数は６０個が数えられた。（第 2 号図表）  円の中心が所在する各県ごとの 
内訳は福岡県２１個、大分県１４個、佐賀県１１個、長崎県８個、熊本県６個となり福岡
県においては、博多湾岸から東南に向かって筑紫地溝帯を抜けた扇状（扇状地型）とその
持手の要の地域にかけ対称形をなして 8 個が数えられ、目を見張る集中度である。 
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この「日本列島の旧石器時代遺跡」データーベース資料（分布図含む）の解説の中で、佐
藤浩之氏はこう述べている。『旧石器時代遺跡とは、とりもなおさず旧石器時代に生きた
人々の生活や社会・文化の具体的痕跡そのものである』『従って、その分布は、遺跡を形
成した人々が所属する集団の活動範囲や生業圏、あるいはより上位のまとまりを把握する
ことにより、複数の集団によって形成されていたであろう地域社会や地域文化の単位を読
み取ることができるようになる。』 
佐藤氏のいう単位を面積に置き換え、旧石器～縄文～弥生と続く歴史の連続性の中に、地
域の社会的、経済的、地理的集合体としてのコミュニティーとしてとらえることは、無謀
では無いかもしれない。 

 
第 2号図表   旧石器時代と縄文時代草創期の遺跡/文化層（分布図） 
        （転写、各県張合せ、半径６．５Km の円挿入 長尾 ） 
〔出典〕日本旧石器学会「日本列島の旧石器時代遺跡」web 版（2021 年 10 月１日に利用） 
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５．博多湾～筑紫地溝帯～朝倉街道 
 
北緯３３度以北において、６０のクニがカウントされた。その中で特に目を引いたのが、

博多湾～筑紫地溝帯～朝倉街道エリアであった。旧石時代と縄文草創期の遺跡/文化層の福
岡県版を取り出したのが次の図表である。  （第 3号図表） 

 
                    １２ 



福岡県内に２１個あり、そのうち博多湾岸から筑紫地溝帯を抜け朝倉街道沿いを中心軸と
して８個の円がならんでいる。このエリアに遺跡が集中している。 
福岡県内の遺跡/文化層は、件数としては合計５２７件の内７０％以上がこの中心軸周辺に
密集しており、縄文から弥生時代へと続く古代人達の生活拠点としての存在感を示す「ゴ
ールデンライン」ではなかったか？ 
勝手にゴールデンラインと名付けたが、地形的にも左右対称形をなしていて美的であり、
北東斜面の山地と南西斜面の山地がそれぞれ中央の河川に向かってなだらかな傾斜地を構
成している。まるでこのラインに張り付くように集積する遺跡群（円）に、古代人達がこ
の地へかける生きる欲望と誘惑の情熱を感じる。 
扇の要の位置に該当する筑紫平野の北西部から朝倉街道にかけては、宝満川に沿って針摺
（峠）付近まで登り勾配でそこから筑紫地溝帯を抜けて博多湾までは下降し大きく開けた
構造となっている。大型三角州状である。当該地の気候は、例えば年間降水量や年間気温
の月別変化グラフなどは、左右両斜面に大きな差はないが、冬季の季節風の影響は南西斜
面と北東斜面では場所によってかなり大きな寒暖差がある。現代の気象状況ではあるが。 
扇の要から南西の方角は、有明海に向かって、九州最大の平野、筑紫平野（面積１，２０
０㎢）が開けている。 
それにしても、遺跡の位置を一個づつプロットして分布図を作成していった研究員の方々
の作業の結果が、このように左右対称に、綺麗に、整然と、美的に見えるのは私だけだろ
うか？まさに「ゴールデンライン」に相応しいと思うのだが。 
この地には何かがある。どうしても、このゴールデンラインを深堀りする誘惑に駆られ、
現地踏査の必要性を感じた。 
その前に机上の調査と整理が必要で、空論を纏めるにしても闇雲に現地へ行って都会の町
中を歩き回って、何も見えなかったでは単なる旅行に終わってしまう。何か確信する物を
探しだしてみたいと思う。 
例えば上記に挙げた地名の「はりすり」（針摺）は、筑紫野市文化財課の公表資料による
と、筑紫野市針摺一丁目に地名の由来とされる石があり、菅原道真にまつわる伝説を起源
としている、滋賀県彦根市にも同じような弘法大師空海にちなむ逸話として摺針峠がある。 
両方とも話のストーリーは似ている。その昔、民が大事に使用していた針が折れて使えな
くなったため、針を作るのに金属の一部を使い何日も石にこすりつけて摩耗し細い針を作
り出す作業を見て、一生懸命努力している民の姿を教訓にしている。 
己の浅学さ、修行不足、努力不足、志のなさを聖人君子の戒めとして語り伝えたかったか
と思われる。私はこの二カ所が持つ共通の地理的類似性により、それぞれ同じように後世
まで菅原道真公や空海の教えとして語り続けられてきた理由だと思う。 
彦根市の摺針峠は歌川広重の版画「木曾街道六拾九次之内 鳥居本」にもその名勝を題材
として使われている。 
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この版画は、峠の麓から苦労して山道を登ってきた旅人の、頂に這うようにたどり着いた
時眼下の絶景に歓喜の雄叫び表しているようである。 
まさしくこの感情は、上記ゴールデンラインを宝満川の下流部から、汗をかきかき上って
きた人々が、針摺（峠）に腰を下ろしほっとして前面に広がる眺望（博多湾）に絶頂感を
抱いたのと同じではないだろうか。 
 
６．城山の頂上から 

1０月の晴れた日に現地踏査を実施した。ゴールデンラインの延長上の東の起点を城山
とした。城山の頂上から北西方向は立木に邪魔され展望が出来なかった。しかし城山と一
体的に存在する丘陵頂部の焼ノ峠古墳（標高５６m、九州最大の全長４０m 前方後方墳、
３世紀後半）からは博多湾方向を確認できた。 

 
        （焼ノ峠古墳の墳丘墓から博多湾方向を望む 2021/10/26） 
ここからゴールデンラインの概略を述べてみたい。 
朝倉郡筑前町四三嶋（しそじま）の城山（しろやま、じょんやま・標高１３０．９ｍ）の
頂上（北緯３３度２５分２４秒９５，東経１３０度３５分５５秒７４）から西に向かい、 
博多湾の先の西戸崎突堤（北緯３３度３８分４１秒４６，東経１３０度２１分３８秒７６）
までを直線で結び、主要な地点ポイントを東方から順に図面上に番号を付していった。
（第 4 号図表） 
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① ～⑩間は西鉄天神大牟田線の駅舎で⑪～⑭は直線上の地名を記載している。⑭～⑮の 
間は海上となる。（直線上に近い場所を目標物として選んでいる） 
地図上で全体域を確認すると、城山から３㎞程先の馬市を過ぎるとすぐに東側から夜須町
を流れてきた曽根田川、北から山家を流れてきた山家川、西から津古を流れてきた宝珠川
の３河川が宝満川（河口は筑後川の久留米市中心部）上流と合流している（合流地点標高
１８m）。ここから宝満川を北西に向かうと筑紫駅、桜台駅まで宝満川と西鉄は並行してい
て上り勾配である。朝倉街道駅の摺針中央を過ぎると下り勾配となる。途中二日市駅の筑
紫地溝帯の間隙を縫って御笠川の下流域へと続き博多湾にでる。 
ほぼ宝満川上流域～西鉄線～御笠川下流域に沿うように、重なり合うように平行に直線が
走っている。 
城山の頂上（高さを１３０ｍ、目の高さはゼロとする）から博多湾に見える水平線の距離
を計算アプリを使い（地球の半径６，３７１㎞、大気の屈折率０％とする）算出すれば、
おおよそ４０㎞となる。視力１．０の人（５ｍの距離にある１．５㎜の見分けができる）
が城山の頂上から博多湾に浮かぶ船をどこまで確認できるか試してみると。 
西戸崎突堤の位置から、城山の頂上への方角は南東へ１３８度の角度をなしている。（丁
度１３５度の南東方向より南側へ３度下がった位置） 
城山から西戸崎突堤⑮までの距離を３３㎞（図表では３３．２１㎞）として計算すると、
西戸崎の海上に浮かぶ９．９ｍの物体を確認できることが計算上わかる。この位置より８
㎞手前（東方）の博多駅南⑬付近（城山から２５㎞、図表では２４．６５㎞）にて古代人
が１０ｍ以上の狼煙を上げれば、城山の山上にいる見張りの人間に合図が可能で、これは
充分に通信手段としての役割を果たせたであろう事が推察できる。（博多駅東付近の縄文
期河口位置を参考にした） 
博多湾の縄文河口位置、この辺りは、比恵・那珂遺跡群があり、旧石器時代から長い間
人々の生活の場所として栄えてきた所で、政治・文化・経済等交易の中心地として位置づ
けられており、久住猛雄氏（福岡市埋蔵文化財課）の説明によれば、比恵遺跡群北部には
古代倉庫群の集積が夥しく、また旧地名からは多くの「市」が存在したことがうかがえる
と言っている。後代の那津の官家跡もこれを補強するようだ。古代の道路跡も発見されて
いる。おそらく三河川（御笠川、那珂川、諸岡川）の合流域の流末が形成した、立派な河
川敷道路を利用して道路が作られ、海上、陸上両方向からの人流、物流、情報の大集積地
域として大いに栄えた地域だったことだろう。 
次に①から⑮区間の断面図からわかるように、朝倉街道駅③（摺針）は、西に向かって博
多駅南⑬までの距離が約１５㎞、また東方の城山までが約１０㎞のところにあり、東西が
見渡せる位置で、城山～博多駅南間の中間点と峠の頂上に位置している。この立地におい
ては、東西両方向の伝達意思の確認を充分に果たせ、その内容によっては臨機応変に対処
できる環境を持ち、当時の重要拠点エリアと言えるのではないだろうか。 
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偶然にも城山の麓に馬市（筑紫野市西小田）があり、中間に二日市、博多湾岸にも古代
「市」と三カ所の「市」はゴールデンライン上に存在していた事になる。 
博多南⑬の河口域が海と陸を結ぶ交易経済エリアであったように、朝倉街道駅③エリアか
ら二日市駅⑤エリアにかけては、陸上での東西の情報交換の拠点として人流、物流の集積
地となり市場を形成し、社会経済活動の中心地として人々の定住を促進したように思う。 
今日においても、筑紫地溝帯（二日市地溝帯）は鉄道（JR・私鉄等）、道路（高速道路・
国道等）の多くのライフラインが密集していて、福岡県内における重要幹線網地域となっ
ている。 

 
（焼ノ山古墳墳丘墓北端上から筑紫地溝帯の先の博多湾の水平線を望む 2021/10/26） 

二日市駅前より西方（博多湾）を望む 2021/12/23 
 



                       
             朝倉街道針摺交差点（東方を望む）2021/12/23 

7.海の生活者の盛隆と専門性の開花 
 
 ゴールデンラインの海の玄関口博多湾は、久住猛雄氏（福岡市埋蔵文化財課）によれば
「対外交易の窓口」としての博多湾貿易を語っている。勒島貿易、原の辻（壱岐）貿易、
三雲貿易等を各地遺跡からの出土品を根拠に実にビビットに述べている。海人たちの海村
ネットワークを駆使し半島～島嶼部～北部九州を駆け回る姿が目に浮かぶようだ。古代人
達は、大陸や半島から、様々な情報・物品の流入、人流の移動により、生活の基盤を徐々
に拡大していった。交易活動を中心に行う者たちの中には、波静かな博多湾岸の中でも特
に人の多い御笠川、那珂川の流末エリアを経済貿易活動の中心地域としていたのでないか。 
漁撈生活から行動範囲を広げ、次第に物品の交換と運搬の役割を担い、縦横無尽に舟を

操る海の専門集団として、日本列島の北から南まで、また中国大陸、朝鮮半島、島嶼部の
往来まで股にかけ、海上運搬交易全般を担っていたのではないか。 
日本列島近海を通る海流は、日本のはるか南から日本の太平洋側を通り千葉県の房総半島
あたりまで及ぶ黒潮（日本海流）とその支流が沖縄あたりから日本海側に流れる対馬海流
の暖流があり、北からの寒流としては親潮やリマン海流がある。海の海人たちはこの海流
をも利用して広範囲に活動の場を広げていったのではないか。 
例えば、それは青森の三内丸山遺跡から出てきた日本各地の特産品や道具、土器などか

ら見ても広い地域性が伺われ、縄張りを持つ海のネットワークにおいて、それらを仲介し
た人や舟の存在が考えられ、交易（貿易）らしい物々交換が行われていた物証ではないだ
ろうか。 
遠く大陸や東南アジアからは、ジャポニカ種の伝播や食物の移動、外来樹木や植物の繁

茂などから、様々な海道（うみのルート）が発見されており、活発に交流交易がなされて
いたことがわかっている。 
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日本の各地にある多くの神社仏閣には、御神木としてクスノキを植樹して祭られていると
ころが沢山あるが、その大きさ（幹周）や高さに圧倒される。このクスノキも元を正せば
外来樹木（外来種）で、古代人（海洋生活者）が舟の行き来の目印や目標物とする為に種
を持ち込み、海岸線や河川の重要カ所（命がけの航行に安全を祈願）に植樹して増やして
いったのではないか、またクスノキの成長の早さと幹回りが太くて大樹になることから、
丸木舟や耕作用木工農具に加工し、海外では棺桶の材料としても利用されたようだ。 
丸木舟（単材刳船）はスギ材が多いが、複材刳船は船首・胴・胴・船尾の四材を継いで大
型船を作るが、クスノキは幹が太く低いところで枝分かれするので複材刳船に向いている。 
特にクスノキが多い神社として、福岡県宇美八幡宮（３９本）、愛媛県大山衹神社（５２
本）がある。大山衹神社のクスノキには樹齢２，６００年の御神木があり、村上水軍の氏
神として有名である。御神木を頼りに武運長久や海上交通の安全を祈願していたのであろ
う。特に三島水軍の河野一族からの奉納品（武器、武具類）が多く、甲冑の日本の国宝・
重要文化財は大半がここに収められている。 
渡邊義浩氏の魏志倭人伝（現代語訳）中、倭国の特産品を順に列記している、倭の木とし
て「だん」（くすのきの）・杼〔くぬぎ〕・豫樟〔くすのきの一種〕・楺〔ぼけ〕・櫪〔くぬ
ぎ〕・投橿〔かし〕・烏号〔くわ〕・楓香〔かえで〕と８種の内「くぬぎ」と「くすのき」
が２度標記されていて、すでにクスノキは日本に根付いた植物であったことがわかる。 
半島と九州北部地域に限っても、コメをはじめ多くの農産品と魚介類（海産物）、鉄の原
材料などが交易品として珍重され、交換媒介物としての貨幣（？）も発見されている。 
専門集団は、従来の沿岸部の生活レベルの領域から段々と近海、遠洋と活動の範囲を広げ
ていったが、航海技術や貿易能力、先進性など特殊能力を持った者のみの独壇場となり、
縄張り的な得意エリアを完全に掌握して陸の者は参入できない不可侵性を持つようになっ
たのではないか。例えば魏志倭人伝の中でこのような記載がある。（・・・は省略カ所） 

渡邊義浩氏著「魏志倭人伝の謎を解く」p172 魏志倭人伝 訳注 （現代語訳） 

「倭人は 帯方
たいほう

郡の東南にあたる大海の中におり、山や島によって 国
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や 邑

むら
をつくっている。もともと百余国あり、漢
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ちょうけん

に来た国もあった。いま使者や通訳の往来があるのは三十国である。帯方郡から倭に行くには、海岸を沿
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を経て、あるいは南にあるいは東にすすみ、倭の北方の対岸にある 狗
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邪
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に到着する。この

間は七千余里である。そこから初めて一つの海を渡り、千余里で対馬
つ し ま

国
こく
に至る。・・・・・・・  

住 ん で い る と こ ろ は 絶 海 〔 四 海 を 海 で か こ ま れ た 孤 島 〕

で、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 良田はなく、海産物を食糧として自活し、船に乗っ

て南北から米穀を買い入れている。 また南に一つの海を渡り千里すすむが、（この海は） 

                          １９ 
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に至る。・・・・・・・・・・・・・・・・・田地は少しあるが、田を耕 

しても食べる分には足りないので、また南北から米穀を買い入れている。また一つの海を渡り、千余里すすむと 末盧
ま つ ら

国
こく

 

に至る。（人家は）四千余戸であり、（人々は）山裾
やますそ

や 海浜
かいひん

に沿って居住している。・・・・・魚やあわびを捕えるこ

と 

を得意とし、水が深い浅いをとわず、みな潜ってこれを取る。」 

上記のように狗邪韓国から末盧国までの間に生活する海洋専門集団（海人）の特徴がはっ
きり記載されている。陸上の耕作地が少ないため、広い海原を自由にかけめぐり、コメ等
の農産物は交易（交換貿易）でまかなっている。海産物の採集技術はずば抜けている。高
級海産物の生息地は独自に把握している。船を自由に操り自活の食糧だけでなく、他国の
民が欲しがる海産物を採取し、必要に応じて交易品として提供できる。まさしく需要と供
給の極意を会得しており、自分たちの身体能力と独特の商業感を駆使しながら、海産物か
ら農産物、木工品（農具）、織物、鉄鉱石、真珠、貴金属類、希土鉱石、石器、土器、鉄
器、アワビオコシあらゆる品を需要のある民から民へ提供することを、自分たちの欲望を
最大に満たす頂に置いていたのではないか。 
このように海人達の行動様式を考えると、魏志倭人伝の記載する半島からの距離の意味が
少しわかってくる。狗邪韓国から対馬国、対馬国から一支国、一支国から末盧国の間の距
離の表記がすべて千余里との表現は、海洋専門集団（海人）達の共通の駄賃（船賃）とし
て認識されていたと考えれば納得がいく、この表現は、請負における人工（にんく）の考
え方に近い表現と思う。 
例えばタクシーの「００㎞まで（ワンメーター）３２０円」の標記と同じ感覚で考えると、
「島～島間移動はすべて千里の負担で移動できますよ」と言う事と同じ意味に考える。 
玄界灘の荒波を航海するのに海洋専門集団（海人）達の手を借りなければ、ほとんど無理
な話である。命がけで請負い、商才に長けた彼等への報酬は、一海を渡るのに必要な金品
（相場）が決まっていたのではないか。 
 
                     
８．福岡市域の河川と遺跡の相関図 
 
 博多湾岸が古代の経済貿易の表玄関とすれば、情報、人流、物流はどのようにしてゴー
ルデンラインを東の方へと拡大、発展推進していったのだろうか？ 
福岡市発行のデーターPDF の「福岡市の河川」図をベースにして、遺跡分布図を同じ縮尺



で重ね合わせたのが（第 5 号図表）である。 
                    ２０ 

 



 
                    ２１ 
福岡市内を流れる大小多くの河川が博多湾に向かって、人間の体の中の毛細血管の如く、
又はジャガイモの根のように広がって、生き生きとして流れている。よく見ると遺跡の位
置を示す丸い円がしっかりとジャガイモの根にしがみついて息をしているようで、ある所
では丸い円が幾重にも重なり合って、ひしめき合いながらお互いに存在感を醸している。
どの円を見てもほとんどが根との関係性をもって、しっかりとしがみついて生きているよ
うに私には見える。 
特に御笠川と那珂川に挟まれたゴールデンラインには、下流から中流、上流まで満遍なく
広がって、密度が高く広範囲に広がっており、東方へ大きな展開を感じさせる。 
ジャガイモは貯蔵根（ちょぞうこん）に土中からの水分と栄養素を取り込み、大きく成っ
ていくが、水と栄養素の取り入れやすい条件のところが大きく成長し食用に適している。 
又、大きくて栄養の豊富なものは種芋として利用され、収穫後は次の成長を期待され、新
しい土中環境の中で大事に保護され次の世代を生み出してゆく。まさに人体の幹細胞と同
じように細胞分裂を繰り返し表土から芽を出し成長し太陽と酸素と水を得て次の貯蔵根を
作り出す。 
河川に張り付いた古代人の生活の痕跡が幾重にも重なり、時代の流れに揉まれながらも一
生懸命定住環境を守ろうとした古代人の生きざまが、地下の奥深く存在してきたことを、
現在に生きている私たちに訴えかけているようにみえる。 
城山の頂上から見渡したゴールデンラインは博多湾の河口から多くの物資と情報を詰め込
み上流に向かい、途中二日市周辺で交易を繰り返しながら東の食糧供給市場へと展開して
いったと思われる。馬市を中心とするエリアに陸と海の交易品市場があったのではないか。
大陸からの稲作技術やジャポニカ種がこのルートを遡り宝満川、曾根田川、山家川、宝珠
川の合流域から爆発的に大筑紫平野を稲作国家へ変貌させたのではないか。 
前章の７．海の生活者の盛隆と専門性の開花の中で、渡邊氏の倭人伝現代語訳を記載させ
て頂いたが、海人たちの生産活動、商業活動、得意技術、活動範囲等々はビビットに伝わ
って来る。本当に生き生きとしている。しかし陸地人の農業生産に関しては現代語訳全編
を何度も読み返してもコメの生産について「人々は稲や紵麻・ちょまを植え」の一カ所の
みである。織物・繊維に関しては「木綿の布で頭を巻いている。」「衣服は広い幅の布を結
び束ねている。」「桑を栽培し蚕を飼って糸をつむぎ、麻糸・きぬ・綿を産出する。」など
割と詳細であるが「南北から米穀を買い入れている。」との表現が二度も出てくる割に貴
重な交易品の一つであった「コメ」の生産風景の記載がない。残念なことである。又、社
会経済活動の様子を表現するところを拾い出すと。租税「租・そ、賦・ふ」としてコメを
含む農産物の収納倉庫「邸閣・ていかく」があり国々には市場「市・いち」を形成してい
る。物々交換の交易「有無を交易」を監督する役人「大倭・だいわ」までいるのに主要農
産物のコメの社会経済活動に及ぼす影響力にはあまり視点は向いてなかったことがわかる。 



 
                    ２２ 
朝献外交の献上品リストは当然のように、金・銀・銅の眼をみはる品物が並び、絹織物、
錦、縮、毛織物等の繊維製品がある。男女の奴隷まである。コメよりも絹が高価で交易品
や献上品として重要視されていて、農耕民の生み出す富の源泉には思いが及ばなかったよ
うだ。 
 
大都市のビル群に覆われ、土の表面を見ることも稀になった現代の私たちは、建物のない
田園風景や河川にしか懐古の念を思い馳せる方法がなくなった。 
都市河川の多くは、下流域が厚いコンクリートや矢板護岸で強固に守られ災害対策は万全
で、川の幅員や曲線は都市計画によりがっちりと未来永劫変らない構造となっている。 
網の目のように広がる過去の地下水流（水脈）が、古代の河川構造体として現在の都市河
川流域にどの程度その姿を反映し継続されているのか？全く同じとは考えられないが全く
違うとも言えない。しかしこの河川と遺跡の相関図を見る限りにおいては（全く相関は考
えられないことはない事においては）、現在の河川流域を古代の河川水脈として思いを馳
せてもいいのでないかと考えている。 
 
 
９．往来３０国の中にあった邪馬台国 
 
 倭人伝によると曹魏の時代に倭国と往来があるのは三十国とあり、その３０国はすべて
順に記載されている。 渡邊氏の現代語訳の再掲にて、補注に示す 30 国の根拠があるので
あえて記載。                     
渡邊義浩氏著「魏志倭人伝の謎を解く」 附章 魏志倭人伝 注釈 P172［現代語訳］ 
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は２１国が順にあり合計 30 国となる。 
 



 
                    ２３ 
末盧国以下２７国がすべて九州本土内にあったと仮定し、２７国が収まる範囲を推察する
こととした。その方法として、当時の伊都国が外交の要の地とすれば、伊都国があったと
される今津湾岸を中心にして等距離に２７個の国が収まる範囲を求めれば往来のあった国
がおおよそ見つけられるはずだ。「クニ」の大きさの推定（仮定）をした第２号図表を参
照していただきたい。第２号図表に表示されている円に対して、今津湾岸を中心軸として
２７個の円を取り込むと、福岡県内では全体２１カ所の内、周防灘に面した３か所と洞海
湾を含む１か所及び熊本県北部山鹿市と接する福岡県八女市の女岳を含む山岳エリアの１
か所の合計５カ所を除いた計１６カ所が該当し、佐賀県内ではすべての１１か所が含まれ
これを合計すれば２７カ所となる。このエリアの中に邪馬台国は存在するはずだ。 
筑紫平野の農業生産は博多湾・有明海からの物流、人流、情報の集積に加え地理的優位性、 
他国からの防衛立地にも支えられ「クニ」の発展のエンジンとなった。その中心は、日出
国に相応しい冬至の日の太陽が真っ赤に燃え上がり、宝満山～宮地岳～天拝山へと降りて
くる位置にあった。まさに火の神、山の神、水の神のお出ましの所だった。 
そこはゴールデンラインの延長線先、「馬市」を中心とする半径６．５㎞全体面積１３３
㎢の「クニ」、邪馬台国だった。 
２０２１年１２月２３日木曜日、冬至の日の翌日、古代日本では新年がスタートする日。 
私は JR 博多駅前（博多口）のホテルの１４階の部屋（北緯 33.590081 °東経
130.417956°標高推定 H＝５０m）に２２日の夜から宿泊して、寝不足の２３日の朝６時
頃からそわそわしながら双眼鏡を構えて東の山の方向を覗いていた。 
このホテルは西戸崎～城山を結ぶゴールデンライン上にあり、計算アプリを利用して  
日の出の時刻を調べれば、午前７時１８分５１秒、方位は北から東へ 117.7918 度であっ
た。かたや西戸崎突堤（北緯 33.644716°東経 130.360334°）の日の出は午前７時１９分
４８秒、方位は 117.8895 度であり時間にして約１分の差があった。ホテルの部屋のほう
が先に日の出を確認できる、日の出の定義は太陽が地平線（又は水平線）に接した時点を
指すので、実際には自分の眼前の障害物（ビル、山など）に阻まれ、時刻的には場所によ
り目視できるのは遅くなる。古代においてはビルなどの建物の障害物はないので西戸崎突
堤あたりの海人たちが宝満山（標高８２９．６m、別名を御笠山、竈門山）の頂に太陽を
確認できるのは計算上午前 7 時３０分から７時４５分頃になる。西戸崎突堤は東の宝満山
の山頂と西方の志賀島の志賀海神社を結ぶ同一線上に在り、志賀海神社でも同時刻頃に太
陽を拝めたはずである。                                              
あいにく当日は宝満山方向に雲がかかり御来光は雲間からしか拝めなかったが、７時３０
分前後に宝満山の上部の雲が真っ赤に（黄金色）燃え上がり、かまどの火が燃え盛るよう
だった。 
７時 45 分頃には太陽は宮地岳（３３８m）と天拝山（８５７．６m）の間のゴールデンラ



イン上に居たことになる。（計算上は） 
                   ２４ 
丁度この原稿を書いている時（２０２２年１月４日）の讀賣新聞朝刊、13 版（文化）に
「吉野ヶ里に月観測装置か」のサブタイトルの記事が目にとまった。それによると。 
昨年の 12 月 20 日の夕刻に考古学者、天文学者らが吉野ヶ里遺跡の北内郭（主祭殿など 9
棟がひしめく「クニ」の中枢の祭祀空間）で冬至の頃の満月（最も高く見える時期）に合
わせて、月の観測会（月の出る位置が建物の軸線と一致している事を確認）の様子が書か
れていた。東海大学の北條芳隆教授（考古学）は「235 年 12 月 12 日も、同じ位置から月
が上がったはずです」と語ったとある。国立天文台の関口和寛教授（天文学）は、「農耕
民にカレンダーは重要で天文現象は生活に実用的な意味があっただろう。」と書いている。 
また関連記事として、1990 年代に国学院大学の小林達雄名誉教授（考古学）が縄文遺跡と
天体や山を関連づけて提唱している考えとして「山の山頂や、夏至、冬至、春分、秋分の
日の出、日の入りの方向などを意識して営まれ、天体と風景を利用して季節の移ろいを把
握した」との記事もあった。渡りに船の感覚で紹介させていただいた。 
 
12 月２３日の予定は博多駅から西鉄天神駅へ、西鉄天神大牟田線の各駅停車で西鉄久留米
駅まで行き、そこからバスで JR 久留米駅へそこから久大線で日田駅まで行くことにして
いた。当日は天気も良く気温も冬場にしては暖かい一日だった。 
大牟田線の先頭車両に乗り込み運転席とレールが見える中央に立ち、子供さながらにワク
ワクしてデッキを握っていた。雑餉隈駅から筑紫駅までほぼ直線で見通しがよく、朝倉街
道の上り坂は充分に体感できた。上り詰めた桜台駅から大きく下降し右カーブのラインは
一気に田園風景が広がり筑紫駅からいよいよ筑紫平野のど真ん中を久留米駅まで下る事に
なる。途中宝満川を横断し次に筑後川を横断しながら西鉄久留米駅についた。 
この間途中下車は西鉄二日市駅と朝倉街道駅の二カ所で、駅周辺を散策し朝倉街道（国道
３８６号）の道路勾配等を確認した。 
JR 久大線の日田駅に向かう右側の車窓（南側）からは、等距離で東西に並行して、同じ標
高の耳納山地が延々と続く景色を堪能する。何度見ても心が落ち着く風景である。この景
色は奈良県の近鉄大阪線の車窓から見える表情となぜか重なり合う、訪れる度に窓越しか
ら見える山々に、二つの場所の同一性の感情がこみ上げてくるのを何度も経験した。 
古代史に興味を持ったきっかけは４０年前、安本美典氏が神武東遷説の一つの論拠に挙げ
た筑紫と奈良の地名の配置が一致していることを知った時だった。筑紫と奈良に訪れる中
で、窓から見える風情に二カ所の関係性が頷けると私なりの心象風景として納得した。 
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１０．最終章 伊都国～邪馬台国へ（創作ストーリー） 
 
いよいよ最終章にきた。 

ここからは全くの創作ストーリーで、古代人が伊都国の港を複材刳船（漕ぎ手 6 名、船頭
1 名、官吏 2名、護衛兵士 1 名合計 10 名）にて博多湾の奴国の交易港まで行き。そこから
丸木舟を使い（２艘）御笠川を東南の方角へ遡上し、途中鷺田川～朝倉街道～山口川～宝
満川を水行し邪馬台国にたどり着いた旅の復命書の概略である。 
船から舟、舟から舟、舟から陸、陸から舟の行程はすべて水行の概念である。 
 
第６号図表に各地点データーを記載して第７号図表にてその断面図を表している。番号⑧
から⑨、⑩の区間合計 2.52Km あり急勾配の難所である。その内訳は鷺田川を上る（⑧か
ら⑨）１１９０m と朝倉街道を船曳する（⑨から⑩）１３３０m がかなりの時間を必要と
する区間だろうと想像する。（御笠川から鷺田川へ移動、鷺田川から朝倉街道へ陸揚げ） 
⑩から⑪（二日市駅前から朝倉街道駅前）間も陸上移動。しかし陸地を船曳する方法は古
代の修羅のような運搬具や丸太を横に並べて（ころ）その上に丸木舟を載せて運べば１～
２㎞は容易い事だったかも知れない。（実際は⑨から⑪は 3.3Km、⑩～⑪は下り） 
現代でも重量のある神輿を紐で引くときに道路上にコロを敷いて移動する光景を見かける。 
上記以外の区間では移動行程に大きな支障を及ぼす所は見られない、それどころか思った
より全体行程は、河川勾配等から考察すると楽な旅だったかも知れない。（復路は考慮し
ていないが。） 
 
 
 
伊都国（糸島市）今津湾から海上を船で東行し、博多湾の奴国の表玄関口（博多駅東付近、
縄文河口・番号１）の国際交易港まで人と物資を輸送する。この間の移動は海人たちの交
易活動の得意エリアで行程に大きな支障はない。しかし一大率の使いであれ、卑弥呼の使
いであれ他国への侵入通過は、フリーパスとはいかない。錦の御旗を掲げ、武装した兵士
を船尾に配置し重鎮の安全に目を光らしている。水先案内人や顔見知りの船頭を頼りに入
港を果たし、そのあと港では荷下ろし作業がまっている。翌日（２日目）は御笠川を遡上
し東南方向へ丸木舟の旅が始まる。この日は出発国（伊都国）の特産品や、大陸、半島か
らの珍重品を持参して奴国の官吏を接待しながら、御笠川の運行に熟達した船頭たちと荷
捌き人夫の人選を打ち合わせして終了。同じ奴国内の領域でも、部族の縄張りは慎重に見
極めなければ旅の安全は破綻する。 
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二日目は奴国の交易市場や人口集積地域に行き、社会経済活動の情報収集に費やす。 
 
三日目は、御笠川で河川用の丸木舟に物資を積み込み、水城（番号６）までの比較的楽な
行程約１０．５㎞。 

 
四日目は水城から鷺田川別れ（番号８）まで行き、そこから御笠川～鷺田川へ移行して通
古賀５（番号９）まで約２．３㎞。この間が河川内では一番きつい上り勾配で、ここを
自走できないときは船頭と人夫達を河川の両岸から舟曳させる。通古賀５で陸上部に荷
上げし、四日目の行程終了。奴国の最後の日であり隣国境界付近のため船頭、人夫達 
はここで作業は終了。翌日より邪馬台国エリアに入るため綿密な打ち合わせと献上品目
録の確認、新しい人夫たちの調達、見張り人たちへの付届け、入国留め置き日数の削減
対策の検討を入念に行う。 
 

五日目は、通古賀５から朝倉街道駅前（番地１１）まで船曳作業（修羅のような道具を使
い）となる。丸木舟を、陸上山道を引っ張りながら登る作業は、人夫たちが舟の両サイ
ドに別れ綱を舟に括り付けたまま峠を登っていく。これも水行として通算する。この間
約３．３㎞。修羅やコロが摩耗してすり減り、接地面が細い「錐針」（すいばり）状に
削られ山道に刺のように散乱している。この辺りは後世に摺針峠と言われるようになっ
た。 

 
六日目はいよいよ下り勾配の楽な行程である。ここで船曳して来た峠越えの丸木舟は、こ
こに留め置き復路の対応に備える。ここから邪馬台国の用意した丸木舟に乗り換え、山
口川から宝満川へと胸の高鳴りを抑えながら、周りの景色を堪能し身辺を見繕って準備
を完了した。ついに最終目標の邪馬台国へ入国となり、めでたく卑弥呼に御目通りとな
った。 

 
 
 
 
 
 
（ご感想、ご批判をお待ちします。  Address：nrr05231@nifty.com） 
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